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平成 30 年度主要事業計画 

児童サービス事業 

 親と子の読書講座 

【パパ・ママ絵本講座】 

親子で絵本やわらべうたに親しむことの楽しさと大切さを伝えるとともに、家庭での絵本の与え方・

選び方についてお話する。 

開催日 城北図書館会場：6月 2日、9日、16日 

都田図書館会場：6月 10日、17日、24日 

      ※2つの会場で、3つのテーマについて各１回の講座を行う。希望する日に参加する。 

対象 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日生まれの子と保護者 

募集人員 各コース 15組 

【おでかけ絵本講座】 

保護者や読み聞かせボランティア等を対象に幼稚園・保育園・小学校等へ出かけて絵本の読み聞かせ

について講義をする。 

開催日 随時 

会場 市内の幼稚園、保育園、小学校等 

【あかちゃんのための絵本講座】 

絵本やわらべうたを通じて親子でふれあうことの大切さを伝えるとともに、月齢に応じたお薦めの絵

本とわらべうたを紹介する。 

開催日  前期：7月 2日、5日、6日、8日 

後期：10月以降（調整中） 

会場   前期  全１回・4館 

          後期 全１回（開催館については調整中） 

対象   誕生月が平成 29年 4月以降の子を持つ保護者、 

または現在妊娠中の人（夫婦、祖父母、子ども連れの参加も可能） 

募集人員 各会場 15組 

 読み聞かせボランティア養成講座 

読み聞かせボランティアとして奉仕する人材を養成するための基礎講座を開催する。 

開催日  平成 30年 10月 16日～12月 18日［全 8回］ 

会場   中央図書館 

 また、前年度の修了生を対象に、ステップアップ講座を開催する。 

  開催日  平成 31年 1月～2月（調整中）［全 3回］ 

  会場   中央図書館、城北図書館 

 ブックスタート 

8 ヶ月から満 1 歳の赤ちゃんと保護者を対象に、絵本を通じて親子でふれあうことの大切さを伝えるた

め、読み聞かせやわらべうたの実演、アドバイスをする。おすすめの絵本リストとともに絵本を 1冊プレ

ゼントし、赤ちゃんの図書館利用者カードを発行する。市内全図書館や保健福祉センター（1 ヵ所）民間

施設（2 ヵ所）で通年月 1～2 回程度実施。（一部の図書 館では隔月あるいは年 1 回）また、外国語の通
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訳付きブックスタートを、年度内 12回実施する。 

ポルトガル語：平成 30年 4月、7月、10月、平成 31年 1月 

英語：平成 30年 5月、11月、平成 31年 2月 

中国語：平成 30年 6月、9月、12月、平成 31年 3月 

タガログ語：平成 30年 8月 

 おはなし会、えほんとわらべうたの会、特別おはなし会、おでかけおはなし会 

乳幼児・児童あるいは親子に対して、絵本の読み聞かせ・ストーリーテリング・わらべうたを行い、読

書習慣の形成と図書館の利用促進を図る。 

開催日 通年（毎週水曜日・木曜日・土曜日等） 

会場 全図書館内（障がいを持つ子どもたちには施設へ出向いておはなし会を開催する） 

 学校との連携・学校図書館への支援 

【学校図書館担当者研修】 

開催日 平成 30年 9月 11日 

講師 伊藤 明美氏（元浦安市立中央図書館司書） 

開催場所 中央図書館 

対象 小･中学校の学校図書館補助員 

【学校図書館補助員連絡会】 

  開催日   ①平成 30年 6月 25日 ②10月～11月（複数回を予定。現在調整中） 

  開催場所  ①中央図書館 ②市内地区図書館（複数館を予定。現在調整中）     

  内容    ①学校図書館システムの活用について 

  ②情報交換会 

  対象    市内小・中学校に勤務する学校図書館補助員 

【学習支援パック貸出】 

総合的な学習の時間、社会科・理科等での調べ学習や、国語科での読書活動に活用できる図書をパッ

クにして小・中学校に貸し出しをする。 

【浜松市調べ学習コンクール】 

「調べ学習」は子どもたちが「自ら考え、課題を解決する力」を養う上で大切な学習と考える。小学 3

年生～6 年生の児童を対象に、図書館の資料を使って調べ学習をした成果を募集して、その努力や工夫

を評価するコンクールを行う。この上位入賞作品は全国コンクール「図書館を使った“調べる学習”コ

ンクール」に出品する。 

【夏休み調べ学習講座】 

調べ学習のテーマの決め方や図書館の資料を使った調べ方について学ぶ講座を、図書館で作成した「調

べ学習の手引き」を使って行う。 

開催日 平成 30年 7月～8月 

開催場所 市内 18図書館、19回開催（中央図書館で 2回開催） 

対象 小学 3年生～6年生各館 15人程度 

【読書感想文コンクール】 

市内の小・中学校の児童・生徒を対象にコンクールを行い、読書習慣を育成するとともに、読書活動
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の普及を図る。 

【おでかけ図書館】 

図書館職員が小学校のクラスに出かけて調べ学習の進め方の講座を行う。また、ボランティアを派遣

して読み聞かせやストーリーテリングを行う。 

【図書館訪問・職場体験・調べ学習等受け入れ】 

総合的な学習、施設見学及び実習の受け入れを行い、小中学生の時期に図書館の利用方法を知り、生

涯に渡る図書館利用の基礎を養う。 

また、高校生・大学生等を対象とする図書館実習の受け入れも行う。 

・ 総合的な学習活動の受け入れ 

・ 中学生職業体験の受け入れ 

・ 高校生・大学生による実習 

【図書展示会】 

  新刊図書や調べ学習に活用できる図書等を見る機会を提供し、学校図書館に所蔵する図書の選書 

の参考とする。 

開催日  平成 30年 8月 20日、21日 

開催場所 浜北文化センター 

対象   小・中学校の教員や学校図書館補助員、市立図書館職員など 

 

課題解決支援に関する事業 

 情報活用講座 

地域や住民の様々な課題解決を支援するため、図書館を活用して市民の情報リテラシーの育成を図る講

座を開催する。［年 3 回開催予定］ 

 

音楽図書館事業 

 音楽のまち講座 

城北図書館の音楽図書館としての機能を活かし、楽器博物館とも連携を図りながら音楽関連講座を実施

する。［年４回開催予定］ 

 

障がい者サービスに関する事業 

 声のライブラリー 

視覚障がい者に対し、録音図書・点字図書の作製及び貸出し等を行い、豊かな読書環境の実現を図る。

なお、業務運営にあたってはボランティアグループ「かたりべの会」と連携して実施する。 

 音訳奉仕者養成講座 

録音図書作成に必要な朗読知識・技術を指導し、ボランティア活動に参加できる奉仕者を養成する。 

開催日 平成 30年 6月～平成 31年 2月 全 30回 
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会場 城北図書館 

募集人員 15人 

 点訳奉仕者養成講座 

点字図書作成に必要な点訳知識・技術を指導し、ボランティア活動に参加できる奉仕者を養成する。 

開催日 平成 30年 9月～11月全 10回 

会場 城北図書館 

募集人員 15人 

 

一般向け講座・講演会等 

 読書推進講演会 

＊浜松読書文化協力会と共催で実施予定 

開催日 平成 30年 11月 3日 

講師 中川 美和 氏（金城学院大学 准教授） 

会場 中央図書館 

 子ども読書推進講演会 

開催日 平成 30年 12月 8日 

講師 真鍋 真 氏（国立科学博物館職員、古生物学者、恐竜学者） 

会場 中央図書館 

 郷土研究講座（前期） 

「初歩の古文書解読」古文書の解読等を通して郷土の歴史を研究し、その時代の社会生活に触れる。 

開催日 平成 30年 8月 25日・9月 8日・9月 15日 

講師 岩崎 鐵志 氏（静岡県立大学名誉教授） 

会場 中央図書館 

募集定員 各 60人 

 郷土研究講座（後期） 

浜松市が所蔵する浮世絵、絵図、古地図などの歴史資料に触れ、郷土の発展について知識を深める。 

開催日 平成 30年 12月～平成 31年 3月（調整中）［全 3回］  

会場 中央図書館 

募集定員 各 60人 

 古文書解読会 

古文書の解読を通して、古文書所有者への資料保存の啓発及び浜松市史資料の発掘を図る。 

開催日 平成 30年 9月 1日 

会場 中央図書館 

募集定員 8人（1人 3点以内 古文書・軸物・古絵図等） 

 企画展示伴うギャラリートーク 

市民部フェアに共催した事業として開催。中央図書館 2階展示コーナーにおいて浜松読書文化協力会と

の共催で「田畑政治展」を開催する。これに併せてギャラリートークを開催する。 
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開催日 平成 30年 11月 4日 

講師 鈴木 正之 氏（浜松市立中央図書館アドバイザー） 

会場 中央図書館 

募集定員 当日先着順 

多文化サービス事業 

 多文化サービスイベント 

【いろいろなことばのおはなし会】 

日本語と英語やポルトガル語などいろいろな国の言語で、おはなし会を開催。各国のわらべうたや手遊

びなども紹介。年数回予定。 

【図書館ツアー】 

利用登録の方法、資料の予約方法、自動貸し出し機の使い方、リクエストサービスの紹介、ブックスタ

ートやおはなし会といったサービス内容について通訳を交えて紹介する。 

【外国語の通訳付きブックスタート】（再掲） 

年度内 12回実施する。（4月より月１回） 

 

医療・健康情報サービス事業 

 医療・健康情報サービス事業 

「医療・健康情報コーナー」における医療・健康情報の収集と提供 

関係機関と連携し、市民と医療・健康情報、行政サービスをつなぐ支援 

健康情報に関する講座等の実施 

研修会等への職員派遣 

研修会への参加、連絡会の開催 

職員の資質及び能力向上を図るため職員研修実施 

 

市史編さん事業 

 市史編さん事業 

戦後半世紀以上を経過し、歴史的にも風化していく史料が散逸しないよう調査・収集して、本市の歴史

を明らかにするとともに、本市の発展の基礎資料にするため、史資料の保存に努める。 

・「浜松市史」四・五（通史編）他の販売 

・「浜松市史」一から五の浜松市文化遺産デジタルアーカイブ公開に追加、今後は合併前の市町村

史を浜松市文化遺産デジタルアーカイブに搭載する事業を行う 

・歴史的公文書を含め郷土に関する資料の保存の目的で市役所などへ歴史資料の保存に協力して

いただくよう調整 

 

電子図書館事業 

 浜松市文化遺産デジタルアーカイブ整備事業 

図書館及び博物館・美術館が所蔵する浜松市の歴史を知るための史資料（浜松市史及び古文書や絵図な
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どの貴重史資料）や郷土で保有する文化的資料のデジタル化を行い、インターネットを利用し公開する。

合併前の市町村史、博物館所蔵資料の立体図（3Ｄ画像）の搭載をする。 

 国立国会図書館『図書館向けデジタル化資料送信サービス』の実施 

国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手困難な約 150万点の資料を利用可能

とする。 

 国立国会図書館『歴史的音源送信サービス』の実施 

 国立国会図書館デジタルコレクション内の資料のうち、ＳＰ盤、金属原盤等の歴史的音源約 5万音源を

試聴可能とする。 

 

そのほかの事業 

 第 60 回こどもの読書週間企画展 

平成 30年 4月 23日～5月 12日 

 

 第 72 回読書週間企画展 

平成 30年 10月 27日～11月 9日 

 

 中学生図書館ボランティアの受け入れ 

活字離れや図書館離れが進む年代である中学生を対象に、ボランティア活動を通して社会奉仕の大切さ

と読書への関心を高める。 

活動場所 22図書館 

活動内容 書架整理・配架等の作業 

 

■ 中央図書館企画展示「田畑政治展」 

浜松市の田畑政治氏の顕彰事業として企画展示を行う。（浜松読書文化協力会と共催事業） 

開催日 平成 30年 10月 23日～12月 10日 

会場  2階展示ケース及び郷土資料室 

 

■ 16ミリフィルムライブラリー 

社会教育の振興及び学校教育の促進を目的とする映像ライブラリー（団体上映権付映像資料所蔵）事業

において、16ミリフィルム等の団体貸出、巡回映画会、映写機操作技術講習会を実施する。 

巡回映画会 

映写機操作技術講習会［2年に 1回］※平成 30年度 9月開催予定 

 

■ 図書館だよりの発行 

図書館利用に関する情報の提供を目的として発行する。 

発行 毎月 10日 

発行部数 1,300部 

 

 


